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みえの本
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学

◎仏教からクリスチャンへ 新装改訂版
川口一彦 編著
柏 イーグレープ 82p 19cm 500（税別）円
※著者は松阪市生まれ。元僧侶などがクリスチャン
となった理由や思いを語る。
(新刊全点案内 11 月 21 日）
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総

史

◎イルミネーション&ナイトアミューズメントぴあ
2018 最新保存版
丸々もとお 総監修
東京 ぴあ 120p 30cm 780（税別）円
※第 5 回イルミネーションアワード発表を始め、全
国のイルミネーション情報を紹介する。桑名市のな
ばなの里が取り上げられている。クーポン付き。デ
ータは 2017 年 10 月現在。
(新刊全点案内 11 月 21 日）

○本紙は、当館が各新聞等から入手した情報をまとめた
三重県に関する出版物の速報です。当館の所蔵データで
はありませんので、ご了承ください。
○今号の情報の入手時期は、平成 29 年 11 月 1 日～30 日
です。
○本紙は、毎月 15 日に発行します。
○同じ分類内の出版物は、書名の 50 音順に並んでいます。
○出版物のデータは以下の順に並んでいます。
◎書名 副題
著者名
出版地 発行者 ページ数 大きさ 価格
※解説
(典拠)
なお、書名等でデータの不確定なものは［
］で表示
しました。
○「みえの本」は、県立図書館のホームページでもご覧
いただけます。
http://www.library.pref.mie.lg.jp/mienohon
/index.htm

0

歴

◎神森優・晩年を謳う
神森優 著
度会町 神森優
※著者は度会町在住で元小学校教師。趣味の俳句や
油絵、講演原稿などを収録する自分史。
(伊勢 11 月 19 日）

◎観光列車の旅 西日本版
大阪 京阪神エルマガジン社 111p 26cm 880（税
別）円
※西日本の数々の観光列車の楽しみ方を徹底ガイド。
三重県内を走る観光特急しまかぜが取り上げられて
いる。データは 2017 年 10 月現在。
(新刊全点案内 11 月 14 日）

記

◎近鉄沿線ディープなふしぎ発見
天野太郎 監修
東京 実業之日本社 189p 18cm 900(税別）円
※近鉄の列車や鉄道施設に関するエピソードを紹介
するほか、三重県を含む沿線の都市・集落がどのよ
うに創られてきたかを地理的・歴史的に読み解く。
(新刊全点案内 11 月 7 日）

◎基礎からわかる情報リテラシー 改訂第 3 版 ver.2
コンピューター・インターネットと付き合う基礎知識
奥村晴彦 著 森本尚之 著
東京 技術評論社 166p 23cm 1,480（税別）円
※著者の奥村氏は三重大学名誉教授・教育学部特任
教授。森本氏は三重大学総合情報処理センター助教。
コンピュータやスマートフォンを楽しく安全に使う
ための基本的な考え方をまとめる。
(新刊全点案内 11 月 21 日）

◎考証西郷隆盛の正体
城島明彦 著
東京 カンゼン 253p
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19cm 1,500（税別）円

※著者は三重県生まれ。西郷隆盛について同時代人
の証言から多角的に検証し、空前絶後の偉人の姿を
浮かび上がらせる。
(新刊全点案内 11 月 14 日）

三重ゆかりの松尾芭蕉と河村瑞賢が取り上げられて
いる。
(新刊全点案内 11 月 28 日）

◎南紀 '18 伊勢・志摩
東京 昭文社 119p 26cm 900(税別）円
※絶景、グルメなど南紀、伊勢・志摩の旅の情報を
満載。電子書籍をダウンロードできる QR コード、取
り外せる MAP 等付き。
データは 2017 年 4～9 月現在。
(新刊全点案内 11 月 21 日）

◎「死の国」熊野と巡礼の道 古代史謎解き紀行
関裕二 著
東京 新潮社 266p 16cm 520(税別）円
※神武天皇、応神天皇はなぜ「死の国」熊野を目指
したのか。熊野三山、熊野古道など、紀伊半島の聖
地を巡り、ヤマト建国の謎を解き明かす。
(新刊全点案内 11 月 7 日）

◎藤原氏の研究
倉本一宏 著
東京 雄山閣 229p 22ｃｍ 4,200（税別）円
※著者は津市生まれ。氏族としての創始から恵美押
勝の乱まで、初期藤原氏の活動を王権との関係を重
視して跡づける。
(新刊全点案内 11 月 21 日）

◎出土遺物から見た中国の文明 地はその宝を愛しまず
稲畑耕一郎 著
東京 潮出版社 172p 18cm 889（税別）円
※著者は三重県生まれ。中国の歴史を彩ってきた貴
重な文物から、中国文明の多様性とその奥深さを詳
細に解き明かす。
(新刊全点案内 11 月 7 日）

◎るるぶ南紀白浜伊勢志摩 '18
東京 JTB パブリッシング 119p 26cm 900(税
別）円
※熊野古道や白浜、伊勢・志摩などの観光情報を掲
載する。取り外せる 2 大付録、クーポン付き。デー
タは 2017 年 9 月現在。
(新刊全点案内 11 月 21 日）

◎人類 5000 年史 1 紀元前の世界
出口治明 著
東京 筑摩書房 245p、6p 18cm 820（税別）円
※著者は三重県生まれでライフネット生命保険創業
者。文明の誕生から現代までの人類の歩みをまとめ
た著者のライフワークの第 1 巻。
(新刊全点案内 11 月 14 日）

◎わたしの瑞賢論
田岡正廣 著
南伊勢町 田岡正廣 64p A5 判 800（税別）円
※著者は南伊勢町の酒類・食品販売業「マサヤ」代
表。南伊勢町出身の豪商・河村瑞賢の生誕 400 年を
記念してその功績や逸話、人物像などをまとめた。
(伊勢 11 月 7 日,読売 11 月 8 日）
→問い合わせ：マサヤ（電話：0599-69-3111）

◎旅歌ダイアリー 2
ナオト・インティライミ 著
東京 幻冬舎 103p 18cm 1,200(税別）円
※著者は三重県生まれ。音楽を、世界を感じたアフ
リカ 14 ケ国への旅の記録。
(新刊全点案内 11 月 14 日）

◎十勝日誌
松浦武四郎 著
津 たけしろうカンパニー 127p 四六判
※松坂(現・松阪市）出身の冒険家・松浦武四郎の日
誌の現代語訳。来年の生誕 200 年と北海道命名 150
年を記念して発行された。津市の井村屋グループか
ら松阪市・津市の小学校などに寄贈される。
(伊勢 11 月 21 日,読売 11 月 23 日,中日 11 月 25 日）

３

社会科学

◎海女小屋はちまんかまど 世界とつながる
野村禮子 著 野村一弘 著
津 伊勢新聞社 176p 四六判 1,200(税別）円
※著者は鳥羽市で海女小屋を運営する兵吉屋の社長
親子。母・禮子さんの半生や海女の仕事、海女文化
継承のための取り組みなどについて述べている。禮
子さんの米寿の誕生日に合わせて出版された。
(伊勢 11 月 17 日）
→問い合わせ：伊勢新聞社(電話：059-224-0003）

◎なにわ大坂をつくった 100 人 16 世紀～17 世紀篇
関西・大阪 21 世紀協会 編著
大阪 澪標 269p 21cm 1,600(税別）円
※なにわ大坂をつくった人物に関連する催事や場所
を訪ね、現代にどのように伝わっているかまとめる。
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◎「いい会社」のよきリーダーが大切にしている 7 つの
こと
瀬戸川礼子 著
東京 内外出版社 270p 19cm 1,500（税別）円
※「いい会社」にはよきリーダーがいる。リーダー
が大切にしなければならない 7 つのエッセンスを事
例とともに紹介する。鳥羽市の兵吉屋・はちまんか
まどが取り上げられている。
(新刊全点案内 11 月 21 日）

浅田剛夫 著
名古屋 中部経済新聞社 246p 新書判 864(税
込）円
※著者は津市に本社を置く井村屋グループの会長。
入社以来多くの変革に挑戦し、国内外の人物との交
流を通して多くを学んできた歩みを振り返る。
(中部経済 11 月 27 日）

◎中経企業年鑑 2018
名古屋 中部経済新聞社 937p 21cm 8,000(税
別）円
※愛知・岐阜・三重・静岡に本社を置く 3270 社の企
業情報をまとめたデータブック。設立 1 年目の企業
を特別枠で掲載する。
(中部経済 11 月 9 日,新刊全点案内 11 月 21 日）
→問い合わせ：中部経済新聞社事業部
（電話：052-561-5675）

◎「稼得とケアの調和モデル」とは何か 「男性稼ぎ主
モデル」の克服
田中弘美 著
京都 ミネルヴァ書房 196p 22cm 6,500(税
別）円
※著者は三重県生まれ。新しい家族モデル「稼得と
ケアの調和モデル」の提案と実現プロセスを、国際
比較を通して検討する。
(新刊全点案内 11 月 7 日）

◎防災タウンぺージ
名古屋 NTT タウンページ
※タウンページの別冊として防災関連の情報に特化
した冊子。避難所や公衆電話の位置を地図上に掲載
している。津市、四日市市、桑名市で配布されてい
る。
(伊勢 11 月 17 日,毎日 11 月 29 日）

◎国勢調査報告 POPULATION CENSUS OF JAPAN 平成 27
年第 6 巻第 1 部その 2-3 従業地・通学地による人口・
就業状態等集計結果 都道府県・市区町村編 中部
総務省統計局 編集
東京 日本統計協会 1 冊 31cm 9,000(税別）円
※2015 年 10 月 1 日現在で実施した国勢調査の従業
地・通学地による人口の中部の結果を収録する。
CD-ROM 付き。
(新刊全点案内 11 月 7 日）

◎幼児期における空想世界に対する認識の発達
富田昌平 著
東京 風間書房 312p 22cm 8,500（税別）円
※著者は三重大学教育学部准教授。想像豊かな子ど
もの遊びの背景にある空想世界について、その認識
発達を発達心理学的手法により実証的に解明する。
(新刊全点案内 11 月 28 日）

◎支援・指導のむずかしい子を支える魔法の言葉 イラ
スト版
小栗正幸 監修
東京 講談社 98p 21cm 1,300（税別）円
※監修者は三重県教育委員会事務局特別支援教育課
発達障がい支援員スーパーバイザー、四日市市教育
委員会教育支援課スーパーバイザー。子どもの心に
響く対話術をわかりやすく図解する。
(新刊全点案内 11 月 21 日）

５

工

業

◎江戸時代の家 暮らしの息吹を伝える
大岡敏昭 著
東京 水曜社 269p 21cm 2,200(税別）円
※江戸時代の身分制社会の中のそれぞれの家を 202
点の図版を交えて解説する。伊賀出身の俳人・松尾
芭蕉の庵での暮らしが取り上げられている。2011 年
相模書房刊『江戸時代日本の家』の改題増補。
(新刊全点案内 11 月 14 日,朝日 11 月 15 日）

◎自給思考 1 時間で 10 倍の成果を生み出す最強最速ス
キル
金川顕教 著
東京 すばる舎 286p 19cm 1,400（税別）円
※著者は三重県生まれ。自分の時給を意識すること
で、無駄を省き徹底的な仕組み化と効率化で成果を
上げる方法を伝授する。解説動画が視聴できる QR
コード付き。
(新刊全点案内 11 月 28 日）

◎実務測量に挑戦!!基準点測量 改訂新版
成岡市 著 谷口光廣 著 岡島賢治 著 中村光司 著
東京 電気書院 340p 26cm 3,000（税別）円
※著者はいずれも三重大学大学院生物資源学研究科

◎人生は悠々として急げ
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で教授などを務める。
「新しい基準点測量」に触れよ
うとする技術者に向けて、測量に関する最新制度と
操作技術を解説する。
(新刊全点案内 11 月 21 日）

７

◎桑名の千羽鶴 改訂版
大塚由良美 著
204p B5 判 1,890（税込）円
※著者は桑名市博物館歴史専門官。連鶴 49 種類の折
り方を記した 1987 年刊の初版に連鶴の考案者・魯縞
庵義道の新史料発見を受け、義道の足跡を加筆し、
連鶴の 50 種類目を復元した改訂版。
(毎日 11 月 7 日,読売 11 月 9 日）
→問い合わせ：めがね工房「ごうじ」
（電話：0594-22-2717）

◎東海ごちそうドライブ
名古屋 ぴあ株式会社中部支社 98p 26cm 880
（税別）円
※思い立ったらすぐに行ける東海の日帰りグルメド
ライブ 44 コースを紹介する。Google マイマップが
使用できる QR コード付き。データは 2017 年 10 月現
在。
(新刊全点案内 11 月 7 日）

◎東海リノベーション vol.3
流行発信 編集
名古屋 流行発信 165p 29cm 490（税別）円
※東海の最新リノベーションのすべてがわかる情報
誌。実例やアイデア集などを収録する。
(新刊全点案内 11 月 14 日）

◎将棋八十一枡の小宇宙 随筆と小説
水野保 著
京都 文理閣 260p 19cm 1,700(税別）円
※著者は三重県生まれ。将棋とは一体何か、様々な
視点からその本質を探った随筆 17 編と小説 4 編を収
録する。
(新刊全点案内 11 月 28 日）

◎名張 café
名張 名張市産業チャレンジ支援協議会 44p A5
判 無料
※名張市内のカフェや喫茶店 17 店舗を紹介する。店
の開店経緯、コンセプト、名張への思いを掲載し、
まちの魅力を感じてもらえるようこだわって制作さ
れた。
(産経 11 月 17 日）
→問い合わせ：名張市産業チャレンジ支援協議会
(電話：0595-63-2143）

産

術

◎熊野古道を歩いています。 山本まりこ写真集
山本まりこ 写真・文
東京 日本カメラ社 141p 21cm 2,000（税別）円
※伊勢路女鬼峠、九鬼町のにらくら祭りなど、熊野
古道を 240km 歩いて出会った風景を切り取った写真
集。
(新刊全点案内 11 月 7 日）

◎テヘランからきた男 西田厚聰と東芝壊滅
児玉博 著
東京 小学館 300p 20cm 1,500（税別）円
※三重県出身で東芝の会長などを歴任した西田氏を
取り上げ、経営者としての全告白を名門企業の盛衰
と重ね合わせて綴る。
(新刊全点案内 11 月 21 日）

６

芸

◎西部劇を読む事典 完全保存版
芦原伸 著
東京 天夢人，山と溪谷社(発売) 368p 19cm
1,800（税別）円
※著者は三重県生まれ。名作から B 級・C 級まで西
部劇の全てを網羅し、多角度から掘り下げる。日本
放送出版協会 2003 年刊の増補・改訂。
(新刊全点案内 11 月 7 日）

◎そんな格好のええもんと違います 生涯女優河東けい
井上由紀子 著 『生涯女優河東けい』を出版する会 編
京都 クリエイツかもがわ 218p 19cm 1,800（税
別）円
※著者は三重県生まれ。92 歳を迎えてなお観客を魅
了する河東けいのひとり語り。聞き取り取材をもと
に、その実像を探る。
(新刊全点案内 11 月 28 日）

業

◎ikoni 新町通りまるわかりガイド「イコニ」
津 津新町通り商店街振興組合,まちづくり津夢時
風 34p A5 判
※津市の津新町通り商店街のガイドブック。2014 年
刊に続く第 2 弾となる。54 店舗の情報をカテゴリー
別に写真付きで紹介する。
(三重ふるさと 11 月 6 日,中日 11 月 22 日）

◎忍者・忍術ビジュアル大百科
山田雄司 監修
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東京 学研プラス 191p 18cm 980（税別）円
※著者は三重大学人文学部教授。忍者の歴史や使っ
た道具、忍術についてなどイラストと豊富な写真資
料でその真実に迫る。
【児童書】
(新刊全点案内 11 月 21 日）

学園で起こった殺人事件に化石オタクの女子高生と
1 年生男子が挑む。2014 年刊の加筆修正。
(新刊全点案内 11 月 7 日）

◎彼方の友へ
伊吹有喜 著
東京 実業之日本社 445p 20cm 1,700(税別）円
※著者は三重県生まれ。平成の老人施設でまどろむ
主人公に、可憐な箱が届く。昭和初期の雑誌の附録
に秘められた想いとは…。
(新刊全点案内 11 月 21 日）

◎ハリウッド「赤狩り」との闘い 『ローマの休日』と
チャップリン
吉村英夫 著
東京 大月書店 274p 19cm 1,800（税別）円
※著者は津市出身、在住。チャップリンと「ローマ
の休日」を取り上げ、アメリカの映画事情や映画人
の民主主義擁護の闘いを描く。
(新刊全点案内 11 月 21 日）

９

文

◎神様たちのお伊勢参り 2 逃げる因幡の白うさぎ
竹村優希 著
東京 双葉社 235p 15cm 574（税別）円
※伊勢神宮の内宮の裏山にある神様のお宿「やおよ
ろず」で働き始めた主人公。ある日、因幡の白うさ
ぎを探しておかげ横丁に行くが、そこにはとんでも
ない事件が待ち受けていた。
(新刊全点案内 11 月 21 日）

学

◎海原を越えて
国府正昭 著
東京 鳥影社 274p 20cm 1,389（税別）円
※著者は三重県生まれ、在住。紀伊半島南の海沿い
の集落に生活物資を販売した赤須賀船を描く表題作
など、9 編を収録する作品集。文芸同人誌『海』掲
載を書籍化。
(新刊全点案内 11 月 14 日）

◎がらくた屋と月の夜話
谷瑞恵 著
東京 幻冬舎 365p 16cm 600（税別）円
※著者は三重県出身。仕事も恋もうまくいかない主
人公がたどり着いたのは、ガラクタに秘められた”
物語”を売る骨董品店だった。
(新刊全点案内 11 月 14 日）

◎江戸川乱歩作品集 1 人でなしの恋・孤島の鬼他
江戸川乱歩 著 浜田雄介 編
東京 岩波書店 499p 15cm 1,000(税別）円
※名張市出身の作家・江戸川乱歩の作品をテーマ別
に精選。1 は、<愛のゆくえ>をテーマに全 5 篇を収
録する。
(朝日 11 月 23 日,読売 11 月 26 日,新刊全点案内 11
月 28 日）

◎北園克衛全詩集
北園克衛 著 藤富保男 編
東京 沖積舎 881p 21cm 6,800（税別）円
※著者は伊勢市生まれの詩人、写真家、デザイナー。
詩集 23 冊と短編集「黒い招待券」を収録する全詩業。
1983 年刊の再刊。
(新刊全点案内 11 月 14 日）

◎加賀の芭蕉 『奥の細道』と北陸路
山根公 著
東京 アルファベータブックス 242p 19cm
1,800（税別）円
※伊賀出身の俳人・松尾芭蕉と北陸の俳諧の友たち
との出会いと別れを、地元の研究者が実地調査によ
り克明に描き出す。
(朝日 11 月 12 日,毎日 11 月 17 日,新刊全点案内 11
月 21 日,読売 11 月 27 日）

◎くちびる遊び
花房観音 著
東京 新潮社 266p 16cm 520(税別）円
※名張市出身の作家・江戸川乱歩の「人間椅子」な
ど、誰もが知る古典的名作を本歌取りした 5 編を収
録する官能短編集。
(新刊全点案内 11 月 7 日）

◎契約結婚はじめました。 2 椿屋敷の偽夫婦
白川紺子 著
東京 集英社 280p 15cm 570（税別）円
※著者は三重県出身。椿屋敷に住む、ワケあって結
婚した偽装夫婦のところにある日、夫の母が訪ねて

◎化石少女
麻耶雄嵩 著
東京 徳間書店 394p 15cm 670（税別）円
※著者は上野市（現・伊賀市）生まれ。京都の名門
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くる。

◎松本圭二セレクション 第 2 巻 Keiji Matsumoto
Selection 詩集工都
松本圭二 著
東京 航思社 384p 20cm 3,200（税別）円
※著者は四日市市出身の詩人。幻の第 2 詩集「詩集
工都」を収録する。
(新刊全点案内 11 月 21 日）

(新刊全点案内 11 月 28 日）

◎詞華美術館
塚本邦雄 著
東京 講談社 312p 16cm 1,600(税別）円
※古今東西の言語芸術から最も壮麗で美味な部分を
選び、27 の主題の部屋に陳列した第一級の言語美術
館。伊賀出身の俳人・松尾芭蕉が取り上げられてい
る。
(新刊全点案内 11 月 21 日）

絵

本

◎東作さんの架け橋 大瀬東作物語
東出明美 絵・文
大瀬東作顕彰委員会 32p B5 判 800（税別）円
※大紀町出身の大瀬東作の没後 80 年を機に、その功
績を広めようと作成された絵本。絵と文は伊勢市在
住の絵本作家が担当した。
(毎日 11 月 10 日）
→問い合わせ：大瀬東作顕彰委員会
（電話：0598-85-1158）

◎獅子舞
山本公策 著
松阪 夕刊三重新聞社 160p 四六判
※著者は松阪市在住。家族や日常をテーマにした短
歌 418 首を収録する歌集。
(夕刊三重 11 月 28 日）

◎男女紛争事件 追憶の法廷
佐藤丈洋 著
東京 文芸社 368p 文庫版 800（税別）円
※著者は名張市在住で家庭裁判所の調査官や簡易裁
判所の判事を歴任。自身の体験を基に女性への応援
歌として執筆した小説。
(産経 11 月 21 日）

◎にんじゃなんにんじゃ
中垣ゆたか 作・絵 山田雄司 図鑑監修
東京 赤ちゃんとママ社 32p 29cm 1,200(税別）
円
※図鑑監修の山田氏は三重大学人文学部教授。3 人
の子忍者と忍者砦に向かおう！探し絵で遊びながら
忍者のひみつがわかる新発想図鑑本。
(新刊全点案内 11 月 28 日）

◎はやく老人になりたいと彼女はいう
伊藤たかみ 著
東京 文藝春秋 191p 19cm 1,600(税別）円
※著者は 10 代の頃に名張市に在住し上野高等学校
を卒業。愛に不器用な人たちを描く、大人のための
モダンホラー小説。
(新刊全点案内 11 月 14 日）

逐次刊行物
◎週刊エコノミスト 12 月 5 日号
東京 毎日新聞出版
620(税込）円
※三重県生まれでライフネット生命保険創始者の出
口治明氏と板谷敏彦氏の対談「第一次世界大戦から
何を学ぶか」を掲載する。
(日経 11 月 27 日）

◎反撃のスイッチ
大門剛明 著
東京 講談社 311p 15cm 650（税別）円
※著者は伊勢市出身・在住。大手人材派遣会社の社
長の娘の誘拐事件。釈放の条件とは…。
(新刊全点案内 11 月 21 日）

◎白鳩 12 月号
東京 日本教文社 345（税込）円
※通巻 1000 号記念として、三重県出身で生長の家白
鳩会総裁の谷口純子氏の特別インタビューを掲載す
る。
(毎日 11 月 15 日,朝日 11 月 25 日,中日 11 月 28 日）

◎ひよっこ社労士のヒナコ
水生大海 著
東京 文藝春秋 273p 19cm 1,500（税別）円
※著者は三重県生まれ。26 歳のひよっこ社会保険労
務士が、得意先で相談に乗りながら事件を解決して
いく。心が暖かくなるお仕事小説。
(新刊全点案内 11 月 28 日）

◎すばらしき”みえ” 200 号
津 百五銀行 A5 判
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※隔月刊の県内情報誌。特集は「守りたい～心に残
る三重の風景」
。1984 年の創刊から 33 年間にわたっ
て故郷の情報を発信し続けている。
(中日 11 月 23 日）
→問い合わせ：百五銀行広報 CSR 課
（電話：059-223-2326）

(毎日 11 月 21 日）
◎松橋昌子 日本の四季を歌う
松橋昌子 歌
CD
※津市を中心に活動するソプラノ歌手の初めての
CD。両親が好きだった童謡を中心に 18 曲を収録して
いる。
(中日 11 月 23 日）

◎NAGI 71 号 冬号
伊勢 月兎舎 104p B5 判 700(税込）円
※特集は「空き家を食堂に」
。古民家などの特徴を生
かし改装した県内の飲食店 12 店を紹介する。
(中日 11 月 29 日,南海日日 11 月 30 日）
→問い合わせ：月兎舎（電話：0596-35-0556）

追

加

※前号（No.331）の「4 自然科学」に 1 点を追加いたし
ます。
◎俳句α 12-1 月号
東京 毎日新聞出版 1,200(税込）円
※創刊 25 年記念特集「アーカイブ 25」で三重ゆか
りの俳人・山口誓子が取り上げられている。
(毎日 11 月 29 日）

◎看護形態機能学 第 4 版 生活行動からみるからだ
菱沼典子 著
東京 日本看護協会出版会 213p 26cm 3,100（税
別）円
※著者は三重県立看護大学学長。
”面白くて使える”
からだの知識を提供するテキスト。新章を追加した
第 4 版。
(新刊全点案内 10 月 31 日）

視聴覚資料
◎初穂奉献歌
小堀邦夫 作詞 長岡成貢 作曲 もも 歌
伊勢 伊勢之里 DVD 1,500（税別）円
※毎年 10 月に行われる伝統行事・初穂曳の映像と
ゆったりとしたメロディの歌を収録した DVD。作詞
者は元伊勢神宮の神職、歌は伊勢市出身のアマチュ
ア歌手による。
(いせ毎日 11 月 2 日）
→問い合わせ：伊勢之里（電話：0596-63-6666）

◎ぼくらの海 安乗小学校子どもの歌
清崎博 作詞 山下博巳 作曲 亀山少年少女合唱団 歌
CD
※作詞者・作曲者は志摩市の安乗小学校の元教諭。
同校の 100 周年を記念して 1975 年に作られ、もうひ
とつの校歌として歌われた曲。今年度限りでの閉校
を前に今回 CD を作成し、安乗中学校の文化祭で合唱
されることになった。
(中日 11 月 11 日）

◎マイアガレ
竹内舞 歌 MARIBON プロデュース
CD 1,000(税込）円
※伊賀市の伊賀上野 NINJA フェスタ実行委員会公認
キャラクター「伊賀嵐マイ」のイメージソング。SKE48
元メンバーの竹内さんが歌う。プロデュースした
MARIBON は四日市市の会社。
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情報の提供をお願いします
三重県立図書館では、三重県に関する出版物についての情報の入手、資料の収集に努めています。
情報をお持ちでしたら、三重県立図書館までご連絡ください。
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